
 

アジアのホスピタリティを牽引するデュシットインターナショナル（

Suphajee Suthumpun

間のマーケティングアライアンスの一環として、

2015

ョナルとプリンスホテルは、其々のセールスマーケティング網・資源を相互活用することにより、新たな販売機会

の創生、マーケティング・広報活動の充実を図り、事業展開地域におけるブランド認知度の向上を目指しており

ます。今回

其々の主要インバウンドマーケットである日本及びタイからのお客さまへの更なるサービス向上が図れるよう努

めてまいります。

初回の交換研修では、プリンスホテルのスタッフが

セス・

た、デュシットのスタッフ

ピタリティ文化の理解を深める為の座学研修に参加します。
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今回の交換研修制度は、セールスマーケティングの相互強化に繋がるだけではなく、デュシットインターナショ

ナルとプリンスホテルのパートナーシップをより深めて行く為の新たな一歩になるでしょう。研修生たちのスキル

アップやサービス向上を目指します。日本からの研修生を迎えることを心待ちしており、この研修制度を成功に

導きたいです。

プリンスホテル取締役プリンスホテル取締役プリンスホテル取締役プリンスホテル取締役

この交換研修制度は、両ホテルのスタッフにとり貴重な体験になると確信しております。プリンスホテルの研修生

は、タイの文化とデュシットの素晴ら

研修生には日本独特のおもてなしの精神を学んで欲しいと考えております。両ホテルが提供する優れたホスピ

タリティを相互に共有

なると考えております
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株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。

ホテルは「ザ・プリンス」「グランドプリンスホテル」「プリンスホテル」の

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、

業界の売上において国内トップシェア企業となっております。

さらに日本各地においてはホテルに加えて、ゴルフ場（国内直営

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ホテル、3 ゴルフ場、１スキー場

パリ、シンガポール、上海、台北、バンコク、ニューヨーク、シドニー）にはセールス・
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インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

リティ教育のリーダーとして、そのグローバルなポートフォリオに、「デュシタニ」、「デュシット

つのブランドの個性豊かなホテル・リゾート群を有します。

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

ット料理学校、又開校されたばかりのタイで初めてとなる ASEAN

デュシタニ・ホテル・スクールにより構成されています。

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

ジメント・カレッジをフィリピンのマニラ市に開校する予定です。

株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。

ホテルは「ザ・プリンス」「グランドプリンスホテル」「プリンスホテル」の

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、

業界の売上において国内トップシェア企業となっております。

さらに日本各地においてはホテルに加えて、ゴルフ場（国内直営

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ゴルフ場、１スキー場

パリ、シンガポール、上海、台北、バンコク、ニューヨーク、シドニー）にはセールス・
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インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

リティ教育のリーダーとして、そのグローバルなポートフォリオに、「デュシタニ」、「デュシット

つのブランドの個性豊かなホテル・リゾート群を有します。

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

ASEAN 諸国共通観光プロフェッショナル技能評価基

デュシタニ・ホテル・スクールにより構成されています。

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

ジメント・カレッジをフィリピンのマニラ市に開校する予定です。 

株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。

ホテルは「ザ・プリンス」「グランドプリンスホテル」「プリンスホテル」の 3 ブランドによる運営を中心に東京、京都、

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、

業界の売上において国内トップシェア企業となっております。 

さらに日本各地においてはホテルに加えて、ゴルフ場（国内直営 28 施設）、スキー場（国内直営

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ゴルフ場、１スキー場)のほか、世界の

パリ、シンガポール、上海、台北、バンコク、ニューヨーク、シドニー）にはセールス・
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インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

リティ教育のリーダーとして、そのグローバルなポートフォリオに、「デュシタニ」、「デュシット

つのブランドの個性豊かなホテル・リゾート群を有します。

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

諸国共通観光プロフェッショナル技能評価基

デュシタニ・ホテル・スクールにより構成されています。

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。

ブランドによる運営を中心に東京、京都、

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、

施設）、スキー場（国内直営

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

のほか、世界の 9 ヵ所（ホノルル、ロサンゼルス、

パリ、シンガポール、上海、台北、バンコク、ニューヨーク、シドニー）にはセールス・PR 
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インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

リティ教育のリーダーとして、そのグローバルなポートフォリオに、「デュシタニ」、「デュシット D2」、「デュシットプリ

つのブランドの個性豊かなホテル・リゾート群を有します。 

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

諸国共通観光プロフェッショナル技能評価基

デュシタニ・ホテル・スクールにより構成されています。 

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。

ブランドによる運営を中心に東京、京都、

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、

施設）、スキー場（国内直営

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ヵ所（ホノルル、ロサンゼルス、

PR 拠点を設置し、自社の魅
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インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

」、「デュシットプリ

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

諸国共通観光プロフェッショナル技能評価基

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

株式会社プリンスホテルは、「都市交通・沿線」「ホテル・レジャー」「不動産」事業などを中心とした国内外 54 

から成る、株式会社西武ホールディングスの傘下中核会社であり、国内有数のホテル・レジャー企業です。 

ブランドによる運営を中心に東京、京都、

広島、軽井沢、箱根、札幌、富良野など世界的にも著名な日本の都市及びリゾート地で運営する直営 42 施設

にて日本の「おもてなしの心と技術」をベースに長年磨きあげてきた独自のサービスを提供いたしており、ホテル

施設）、スキー場（国内直営 9 施設）、温泉、

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ヵ所（ホノルル、ロサンゼルス、

拠点を設置し、自社の魅

インターナショナルは、同社名誉会長でありバンコクニューロードのプリンセスホテルを最初に手掛け

年に設立されました。今日同社は、ホテルマネジメントとホスピタ

」、「デュシットプリ

インターナショナルは、同社の代表的なスパブランド「テワランスパ」、又成長著しい教育事業

年に新設された教育事業部門は、バンコク及びパタヤのキャンパスでホスピタリテ

号取得カリキュラムを提供するデュシタニカレッジ、ル・コルドン・ブルー・デュシ

諸国共通観光プロフェッショナル技能評価基

年には、ホテルと学校が完全に融合したユニークかつ先駆的な施設、デュシット・ホスピタリティ・マネ

54 社

ブランドによる運営を中心に東京、京都、

施設

ホテル

施設）、温泉、

テニスコート、映画館、水族館など地域の魅力を引き立てる他に類を見ない多彩な施設の運営も行っており、お

客さまのご旅行を「滞在」「観光」「遊び」など多角的にサポートすることで更なる感動とほほえみの創造に誇りと

責任を持って挑戦いたしております。グローバル展開も積極的に行っており、ハワイ、中国、台湾におけるフラン

ヵ所（ホノルル、ロサンゼルス、

拠点を設置し、自社の魅


